
体育部 大会結果一覧/令和元年 12月 28日までの記録 

島根県高校総体の結果は別紙をご覧ください。 

※( )は学年    

リンクより各部のページへジャンプします。 

陸上部 水泳部 硬式野球部 

軟式野球部 卓球部 体操部 

男子ソフトテニス部 女子ソフトテニス部 硬式テニス部 

剣道部 柔道部 弓道部 

男子バレー部 女子バレー部 サッカー部 

男子バスケットボール部 女子バスケットボール部 空手(個人参加) 

スマートフォンでは、画面ページの下部に表示されていることがあります。 

 

【水泳部】           ↑TOP 

大会名：令和元年度第４９回島根県高等学校新人水泳競技大会  

期日：8月 25日 

会場：島根県立水泳プール(松江市) 

結果：  

男子５０ｍ背泳ぎ 新田倖脩 １位 

男子１００ｍ背泳ぎ 新田倖脩 １位 

男子２００ｍ背泳ぎ 新田倖脩 １位 

男子２００ｍ個人メドレー 新田倖脩 ３位 

女子１００ｍ自由形 川神理梨子 ３位 

女子２００ｍ自由形 川神理梨子 １位 

 

大会名：平成３１年度島根県選手権 

期日：7月 6日～7月 7日 

結果： 

男子５０ｍ背泳ぎ 新田倖脩 １位 

少年Ｂ 男子１００ｍ背泳ぎ 新田倖脩 １位 

男子２００ｍ背泳ぎ 新田倖脩 ２位 

男子４００ｍ個人メドレー 新田倖脩 １位 ３位 

 

大会名：令和元年度島根県高等学校選手権 

期日：6月 1日 

会場：島根県立屋内プール 

結果： 

男子１００ｍ背泳ぎ 新田倖脩 ４位 



男子２００ｍ背泳ぎ 新田倖脩 ２位 

女子１００ｍ自由形 川神理梨子 ４位 

女子２００ｍ自由形 川神理梨子 ２位 

 

大会名：第７回中国高等学校新人水泳競技選手権大会 

期日：10月 19日～10月 20 日 

会場：山口きらら博記念公園水泳プール 

結果： 

男子１００ｍ背泳ぎ、２００ｍ背泳ぎ 新田倖脩 出場 

女子１００ｍ自由形、女子２００ｍ自由形 川神理梨子 出場 

 

大会名：第６７回中国高等学校選手権 

期日：７月１９日～２１日 

会場：山口きらら博記念公園水泳プール 

結果： 

男子１００ｍ背泳ぎ、２００ｍ背泳ぎ 新田倖脩 出場 

女子１００ｍ自由形、女子２００ｍ自由形 川神理梨子 出場 

 

 

 

【陸上部】          ↑TOP 

大会名：第 72回島根陸上競技選手権大会 

期日：5月 4日～5日 

大会結果： 

《男子》 

    川本 瑞紀    ８００ｍ   ３位（中国五県出場権獲得） 

    大場 みずなら  ８００ｍ   ５位（中国五県出場権獲得） 

    橋ケ迫  樹   ５０００ｍＷ ８位（中国五県出場権獲得） 

坂井 継生    ４００ｍ   ７位 

４×４００ｍＲ（花野壱成、川本瑞記、田邨真夢、大場 みずなら）７位（中国五県出場） 

 

《女子》 

     平藪 芽唯    ４００ｍ   ３位（中国五県出場権獲得） 

４×４００ｍＲ（佐藤心、田中杏海、岡本涼花、平藪 芽唯）７位（中国五県出場） 

大会名：第 65 回島根県高等学校新人競技大会  

期日：9月 16日～17日 

《男子》 

鎌田 真央    ２年１００ｍ      ８位 



鎌田 真央    男子４００ｍＨ     ６位 

花野 壱成    男子４００ｍ      ６位 

田邨 真夢    男子走幅跳       ４位 

植田 聖人    男子走幅跳       ５位 

坂井 継生    男子円盤投げ      ５位 

入江 泰輔    男子５０００ｍＷ    ５位 

小野 真之介   男子５０００ｍＷ    ４位 

森脇 庸介    １年１００ｍ      ４位 

４×１００ｍＲ（田邨真夢、森脇庸介、鎌田真央、花野壱成）６位 

４×４００ｍＲ（鎌田真央、植田聖人、坂井継生、花野壱成）４位 

 

 

《女子》 

    平藪 芽唯     女子４００ｍ   ２位 

    山根 奏音     女子走幅跳    ８位 

岡田 英奈     女子２００ｍ   ４位（中国新人出場権獲得） 

    佐々木 結衣      女子３０００ｍ  ７位（中国新人出場権獲得） 

    山根 佳奈       女子３０００ｍ  ８位 

４×１００ｍＲ（山根奏音、岡田英奈、平藪芽唯、田中亜実）６位 

４×４００ｍＲ（田中亜実、平藪芽唯、石原亜澄、岡田英奈）６位 

 

大会名：男子第７０回女子第３３回島根県高等学校駅伝競走大会  

期日：11月 3日 

大会結果：男子…9位 

１区：三浦 大樹    ２区：坂井 継生 

      ３区：福原 俊介    ４区：三浦 瑞希 

      ５区：佐々木 駿介   ６区：入江 泰輔 

      ７区：小野 真之介 

  女子…4位(中国大会出場) 

      １区：佐々木 結衣    ２区：山根 佳奈 

      ３区：平藪 芽唯     ４区：山根 奏音 

      ５区：爲石 莉子 

 

大会名：第５７回島根県高等学校総合体育大会陸上競技大会 

期日：5月 25日～27 

大会結果： 

《男子》 

    大場 みずなら  ４００ｍ   ６位（中国総体出場権獲得） 



    川本 瑞紀    ８００ｍ   ３位（中国総体出場権獲得） 

    鎌田 真央    ４００ｍＨ  ３位（中国総体出場権獲得） 

    坂井 継生    ８種競技   ３位（中国総体出場権獲得） 

 

《女子》 

    佐藤 心     走高跳    ３位（中国総体出場権獲得） 

平藪 芽唯    ４００ｍ   ４位（中国総体出場権獲得） 

 

大会名：第７１回中国高等学校陸上競技対校選手権大会 

期日：6月 14日～17 

大会結果： 

《男子》 

    大場 みずなら  ４００ｍ   出場 

    川本 瑞紀    ８００ｍ   出場 

    鎌田 真央    ４００ｍＨ  出場 

    坂井 継生    ８種競技   出場 

 

《女子》 

    佐藤 心     走高跳    ５位（全国高校総体出場権獲得） 

平藪 芽唯    ４００ｍ   出場 

 

大会名：第７３回国民体育大会秋季大会 島根県予選大会 

期日：7月 15日 

大会結果： 

《男子》 

    入江 泰輔    少年共通５０００ｍＷ   ７位 

    植田 聖人    少年Ａ男子走幅跳     ７位 

    鎌田 真央    少年Ａ男子４００ｍ    ３位 

    坂井 継生    少年Ａ男子４００ｍＨ   ５位 

田邨 真夢    少年Ａ男子走幅跳     ５位 

花野 壱成    少年Ａ男子４００ｍ    ８位  

    森脇 庸介    少年Ｂ男子１００ｍ    ４位 

    三浦 大樹    少年共通５０００ｍＷ   ６位 

《女子》 

    佐藤 心     成年女子走高跳        １位 

    佐々木 結衣    少年Ｂ女子１５００ｍ   ４位 

平藪 芽唯    少年Ａ女子１００ｍ    ３位 

    平藪 芽唯    少年Ａ女子４００ｍ    １位 



    山根 奏音    少年Ａ女子走幅跳     ４位 

    山根 佳奈    少年Ｂ女子１５００ｍ   ８位 

 

大会名：全国高高校総体校陸上競技対校選手権大会 

期日：8月 1日～14日 

大会結果： 

《女子》 

    佐藤 心     走高跳 出場 

 

大会名：第７３回中国五県陸上競技対抗選手権大会 

期日：8月 18日～19日 

大会結果： 

《男子》 

４×４００ｍＲ  出場 

 

《女子》 

４×４００ｍＲ  出場 

 

大会名：第２８回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 

期日：10月 13日～14日 

大会結果： 

《女子》       

    平藪 芽唯     女子４００ｍ   出場 

    佐々木 結衣    女子３０００ｍ   出場 

 

大会名：男子第６１回女子第３３中国高等学校駅伝競走大会 

期日：11月 17日 

大会結果： 

《女子》出場 

      １区：佐々木 結衣    ２区：山根 佳奈 

      ３区：平藪 芽唯     ４区：岡田 英奈 

      ５区：爲石 莉子 

 

 

【硬式野球部】          ↑TOP 

大会名：２０１９年度 島根県高等学校春季野球大会 兼  

第１３２回 春季中国地区高等学校野球大会島根県予選西部地区予選 

日時：4月 19日～21日 



会場： 浜田市球場 

大会結果：浜田 6－12 石見智翆館 

 

大会名：第１０１回全国高等学校野球選手権記念島根県大会 

会場：松江市営野球場・江津市民球場  

期日：7月 14日～28日 

大会結果： 

出雲農林 １-１１ 浜田（７回コールド） 

             大社 ２-６ 浜田 

             開星 ３-２ 浜田（１０回サヨナラ）（ベスト８）  

 

大会名：２０１９年度 島根県高等学校秋季野球大会 兼  

第１３２回秋季中国地区高等学校野球大会島根県予選 

 

期日：9月 13日～29日 

会場：平田愛宕山野球場 

大会結果： 出雲西 ６-４ 浜田 

 

大会名：２０１９年度 島根県地区高等学校野球大会石見地区高等学校野球大会 

期日：５月２５日(土)～２７日(月) 

会場：石見スタジアム・大田市民球場 

大会結果： 

浜田水産 ０-１０ 浜田（５回コールド） 

   島根中央 １１-１２ 浜田（９回サヨナラ）  

           矢上 １-６ 浜田 

   石見智翠館 ３-８ 浜田（優勝） 

大会名：２０１９年度島根県高等学校野球１年生大会石見地区予選 

期日：１０月１２日（土）～１９日（土） 

会場：浜田市野球場・益田市民球場  

大会結果： 石見智翠館Ａ ７-６ 浜田 

 

 

 

【軟式野球部】          ↑TOP 

大会名：第２７回中国地区高等学校軟式野球大会 

会場： どらやきドラマチックパーク米子市民球場 

大会結果：   

１回戦  対 米子工業高校 ８ 対 １ 



       準決勝  対 矢掛高校   ０ 対 １  

                           ＜結果＞第３位 

 

大会名：第５７回島根県高等学校総合体育大会軟式野球大会 

会場：浜田市野球場 

結果： 決勝戦  対 隠岐水産高校 ２３ 対 １ 

                           ＜結果＞優勝  

大会名：第６４回全国高等学校軟式野球選手権島根県大会 

会場：：浜田市野球場 

大会結果： 決勝戦  対 隠岐島前高校 ８ 対 ２ 

      ＜結果＞優勝 → 東中国大会出場権獲得  

 

大会名：第６４回全国高等学校軟式野球選手権東中国大会 

会場：倉敷マスカットスタジアム  

大会結果： １回戦  対 新見高校   ０ 対 １  

                           ＜結果＞ベスト８ 

 

 

 

【男子ソフトテニス部】          ↑TOP 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス中国大会島根県予選 

大会結果：  

団体  一回戦 浜田 ③‐０ 石見智翠館 

  二回戦 浜田 ②‐１ 江津工業 

  三回戦 浜田 ０‐② 出雲北陵 

  ５～８位決定戦 ②‐１ 松江南 

  ５・６位決定戦 ②‐１ 松江高専 第５位 

  個人 三上永悟・吉原徳樹 ペア ベスト 32 

      宇野一真・石金大樹 ペア ベスト 32 

 

大会名：島根県高等学校総合体育大会 

大会結果：  

団体  一回戦 浜田 ②‐１ 三刀屋 

           二回戦 浜田 ②‐０ 松江農林 

  三回戦 浜田 ②‐１ 大田 

  準決勝 浜田 ０‐② 松江工業 ベスト４ 

      中国大会出場 

  個人  宇野一真・石金大樹 ペア ベスト 32 



      中国大会出場 

 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス選手権大会  

大会結果： 

個人  深崎皓・柳原健人   ペア ベスト 32 

      花田朝広・佐々木琢真 ペア ベスト 32 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス新人戦  

大会結果： 

団体 一回戦 浜田 ②‐１ 益田翔陽 

  二回戦 浜田 ②‐０ 石見智翠館 

  三回戦 浜田 ０‐② 出雲北陵 ベスト 8 

  個人  花田朝広・佐々木琢真 ペア ベスト 32 

 

大会名：令和元年度島根県高等学校ソフトテニスインドア選手権大会 

大会結果： 

個人  花田朝広・佐々木琢真 ペア ベスト 16 

 

 

【女子ソフトテニス部】          ↑TOP 

大会名：島根県高等学校ソフトテニスシングルス大会 

大会結果：平田智菜・山根うみ 組 ベスト８ 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス中国大会島根県予選 

大会結果： 

団体 一回戦 浜田 １ − ２ 石見智翠館 

    個人  平田智菜・山根うみ 組  ３位  

 

大会名：島根県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 

大会結果： 

団体 一回戦  浜田 ２ −  １ 松江商業 

   二回戦  浜田 １ −  ２ 松江北 

   準々決勝 浜田 １ -  ２ 松江西  ベスト８  

     個人 平田智菜・平田智菜・山根うみ 組 ベスト８(５位)  

 

大会名：ソフトテニス国体少年の部島根県最終予選会 

大会結果： 平田智菜 国体少年女子 島根県チーム選手に選出・中国ブロック大会出場 



 

大会名:中国高等学校ソフトテニス選手権大会  

大会結果：  

個人 一回戦 平田智菜・山根うみ 組   ４  −  １ 就実（岡山） 

一回戦 平田智菜・山根うみ 組   ２  −  ４ 米子松蔭（鳥取） 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス新人戦 

大会結果：団体 一回戦 浜田 ２ −  １ 益田 

        二回戦 浜田 １ −  ２ 松江北 

     個人 ２回戦までで敗退  

 

大会名：山陰ソフトテニス選手権大会（U18 の部） 

大会結果：ベスト８ 平田智菜・山根うみ 組 

 

大会名：島根県高等学校ソフトテニス選手権大会 

大会結果：個人 ２回戦までで敗退 

 

 

 

【体操部】          ↑TOP 

大会名：島根県高等学校体操競技選手権大会 

    兼 中国高等学校体操競技選手権大会 島根県予選 

期日：4月 27日～28日 

会場：島根県立体育館(竹本正男アリーナ) 

大会結果： 

男子団体総合     ２位 （大迫海斗・福田晴基・勝田大夢・堀江咲介） 

男子個人総合    ３位  福田 晴基 

           ４位  大迫 海斗 

 男子種目別  ゆ か ２位  勝田 大夢 

        あん馬 ２位  山本 由泰 

            ３位  大迫 海斗 

  つり輪 ３位  山本 由泰 

        跳 馬 ３位  福田 晴基 

        平行棒 ２位  福田 晴基 

            ３位  大迫 海斗 

        鉄 棒 優勝  福田 晴基 

 

 女子団体総合     ２位 （知念紗菜・東 咲希・植田美樹・森 舜葉） 



 女子個人総合     優勝  森  舜葉 

 女子種目別  跳 馬 優勝  森  舜葉 

     段違い平行棒 ２位  森  舜葉 

        平均台 優勝  森  舜葉 

        ゆ か 優勝  森  舜葉 

 

 ※種目別多数入賞 

 ※男子団体、女子団体中国大会出場権獲得(団体メンバーは個人出場権も獲得) 

 

大会名：第 60回中国高等学校体操競技・新体操選手権大会 

期日： 6月 14日～16日 

会場：維新大晃アリーナ  

大会結果： 

 男子団体総合  ４位 （大迫海斗・福田晴基・勝田大夢・堀江咲介） 

 女子団体総合     ６位 （知念紗菜・東 咲希・植田美樹・森 舜葉） 

 女子種目別  ゆ か ３位  知念 紗菜 

 

 

大会名：第 74 回国民体育大会中国ブロック予選 

期日：7月 21日～22日 

会場：山口県スポーツ文化センター 

大会結果： 

 勝田大夢、山本由泰 島根県選抜メンバー（少年男子）として出場 ３位 

 森 舜葉、知念紗菜 島根県選抜メンバー（少年女子）として出場 ３位 

 

大会名：令和元年度 全国高等学校総合体育大会 体操競技大会 

期日：7月 31日～2日 

会場：鹿児島アリーナ  

大会結果： 

 男子団体 38位       （山本由泰・福田晴基・勝田大夢・堀江咲介） 

女子個人 出場        森 舜葉 ・ 知念 紗菜 

 

大会名：第 74 回国民体育大会 体操競技会 

期日：9月 12日～15日 

会場：池の川さくらアリーナ 

大会結果： 

勝田大夢、山本由泰 島根県選抜メンバー（少年男子）として出場 29位 

 森 舜葉、知念紗菜 島根県選抜メンバー（少年女子）として出場 29位 



 

大会名：令和元年度島根県高等学校総合体育大会 体操競技大会 

兼 第 74回国民体育大会島根県予選 

期日：5月 25～26日 

会場：島根県立体育館 

大会結果：  

男子団体総合     優勝 （山本由泰・大迫海斗・福田晴基・勝田大夢） 

 男子個人総合  優勝 福田 晴基 

            ２位  勝田 大夢 

            ５位  山本 由泰 

            ６位  大迫 海斗 

 男子種目別  ゆ か 優勝  勝田 大夢 

            ３位  大迫 海斗 

            ３位  福田 晴基 

        あん馬 優勝  福田 晴基 

            ３位  勝田 大夢 

        つり輪 優勝  福田 晴基 

        跳 馬 優勝  勝田 大夢 

            ３位  福田 晴基 

        平行棒 ２位  山本 由泰 

            ３位  福田 晴基 

        鉄 棒 優勝  福田 晴基 

            ３位  勝田 大夢 

 

女子団体総合     ２位 （知念紗菜・東 咲希・植田美樹・森 舜葉） 

女子個人総合     優勝  森  舜葉 

            ３位  知念 紗菜 

女子種目別  跳 馬 ３位  知念 紗菜 

     段違い平行棒 優勝  森  舜葉 

        平均台 優勝  知念 紗菜 

            ２位  森  舜葉 

        ゆ か 優勝  森  舜葉 

            ２位  知念 紗菜 

 

大会名：島根県高等学校体操競技新人大会  

期日：10月 17日～18日 

会場：松江市総合体育館 

大会結果： 男子個人総合  優勝  勝田 大夢 



                    ２位  堀江 咲介 

４位  福田 晴基 

 男子種目別  ゆ か 優勝  勝田 大夢 

            ３位  堀江 咲介 

        あん馬 優勝  堀江 咲介 

            ３位  勝田 大夢 

        つり輪 ２位  堀江 咲介 

            ３位  勝田 大夢 

        跳 馬 優勝  勝田 大夢 

            ２位  堀江 咲介 

        平行棒 優勝  勝田 大夢 

            ３位  堀江 咲介 

        鉄 棒 優勝  堀江 咲介 

            ２位  勝田 大夢 

 

女子個人総合     優勝  知念 紗菜 

           ２位  森  舜葉 

女子種目別  跳 馬 優勝  知念 紗菜 

           ３位  森  舜葉 

段違い平行棒 優勝  森  舜葉 

２位  知念 紗菜 

   平均台 優勝  森  舜葉 

３位  知念 紗菜 

   ゆ か 優勝  知念 紗菜 

       ２位  森  舜葉 

 

大会名：第 42 回島根県立体育館建設記念島根県体操競技大会  

期日：11月 9日～10日 

会場：島根県立体育館（竹本正男アリーナ） 

大会結果；   

男子個人総合  優勝  堀江 咲介 

            ２位  勝田 大夢 

 男子種目別  ゆ か 優勝  堀江 咲介 

            ２位  勝田 大夢 

        あん馬 優勝  堀江 咲介 

            ２位  勝田 大夢 

        つり輪 優勝  堀江 咲介 

            ３位  勝田 大夢 



        跳 馬 優勝  勝田 大夢 

            ３位  堀江 咲介 

        平行棒 優勝  堀江 咲介 

            ２位  勝田 大夢 

        鉄 棒 優勝  堀江 咲介 

            ２位  勝田 大夢 

 

 女子個人総合     優勝  森  舜葉 

            ２位  知念 紗菜 

 女子種目別  跳 馬 優勝  知念 紗菜 

            ３位  森  舜葉 

     段違い平行棒 優勝  森  舜葉 

            ３位  知念 紗菜 

        平均台 ２位  知念 紗菜 

            ３位  森  舜葉 

        ゆ か 優勝  知念 紗菜 

            ２位  森  舜葉 

 

大会名：JOCジュニアオリンピックカップ 2019全日本ジュニア体操競技選手権大会 

期日：8月 13日～17日 

会場：横浜文化体育館 

大会結果： 

二部（一部は全日本選手権と同ルール、二部はインターハイと同ルール） 

 女子種目別  ゆ か ６位  知念 紗菜 

 

 

【剣道部】          ↑TOP 

大会名：第６５回 中国高校選手権大会 

会場：鳥取県立武道館(米子) 

大会結果： 個人戦  

      齋藤 綾乃（２―３） ２回戦負け 

      増田 希 （２―３） ２回戦負け 

      鶴原 悠 （１―５） １回戦負け 

 

 

大会名：令和元年度 島根県高等学校剣道選手権大会  

会場：雲南市大東公園市民体育館(大東) 

大会結果：個人戦 



     齋藤 綾乃（２―３）  ベスト８ 

     西井 ゆい（２―６）  ベスト３２ 

 

団体戦 

（女子）勝ち抜き戦 

１回戦  浜田 ３―２ 松江南（大将戦により勝ち） 

   ２回戦  浜田 ２―２ 矢上 （大将残しで負け） 

 

大会名：第６５回 中国高校選手権大会島根県予選 

会場：島根県立体育館(浜田) 

大会結果：   団体（女子） 

   １回戦  浜田 ３―０ 松江南 

   ２回戦  浜田 ０―５ 大社  ベスト８ 

 

個人 

   齋藤 綾乃（２―３） ベスト３２ 中国大会本戦出場 

   増田 希 （２―３） ベスト３２ 中国大会本戦出場 

   鶴原 悠 （１―５） ベスト３２ 中国大会本戦出場 

 

大会名：第６６回 全国高等学校総合体育大会島根県予選   

会場：益田市民体育館(益田) 

団体（女子） 

   １回戦  浜田 ２―３ 平田 

 

   個人 

   槇野 ことみ（２―２） ベスト３２ 

 

大会名：第２２回 中国高等学校新人剣道大会島根県予選  

会場：島根県立浜山体育館(大社) 

団体（女子） 

   １回戦  浜田 ２―１ 出雲 

   ２回戦  浜田 ０―３ 大社  ベスト８ 

 

  個人 

   齋藤 綾乃 （２―３）  ベスト８ 中国大会本戦出場 

   増田 希  （２―３）  ベスト１６ 

   槇野 ことみ（２―２）  ベスト３２ 

   鶴原 悠  （１―５）  ベスト３２ 



 

【弓道部】          ↑TOP 

大会名：中国高等学校弓道選手権大会島根県予選  

期日：4月 19日(土)・21日(日) 

会場：大田高校弓道場 

大会結果： 団体戦 男子の部 ６位 中国大会出場 

(山藤健太郎、池田裕樹、松原佳佑、下間球誠、三明大騎、田頭賢人) 

女子の部 ６位 中国大会出場 

（柳樂舞、岡田遙、右田侑希、石橋まどか、真島優葉、隅田早鯉） 

個人戦 女子の部  ４位 柳樂舞 中国大会出場 

 

大会名：島根県高等学校総合体育大会 

期日：5月 30日～6月 1日 

会場：松江商業高校 

大会結果: 団体戦 男子の部 ７位  

(山藤健太郎、池田裕樹、松原佳祐、下間球誠、三明大騎、田頭賢人) 

女子の部 ７位  

（柳樂舞、岡田遙、右田侑希、石橋まどか、真島優葉、隅田早鯉） 

個人戦 男子の部 ３回戦進出  宮崎陽向 山藤健太郎 松原佳佑 

２回戦進出  岡本修弥 

女子の部 ４位 柳樂舞 ５位 右田侑希 

３回戦進出  岡田遙  

 

大会名：中国高等学校弓道選手権大会 

期日：６月２１日～２３日 

会場：キリンビバレッジ周南総合体育館弓道場 

大会結果: 団体戦 男子の部 予選通過ならず   

女子の部 ６位入賞 

（柳樂舞、岡田遙、右田侑希、石橋まどか、真島優葉、隅田早鯉、山藤奈旺） 

個人戦 女子の部 ３位入賞 柳樂舞 

※柳樂はここまでの活躍が認められ、国体島根県少年女子チームに選出 

 

大会名：国民体育大会中国ブロック大会 

期日：８月２５日 

会場：出雲ドーム仮設弓道場 

大会結果:  遠的競技１位   

近的競技２位、 総合１位で本国体出場 

大会名：島根県弓道新人西部地区大会 兼 中国高校弓道新人大会島根県個人予選  



期日：９月１４日 

会場：江津工業高校 弓道場 

大会結果： 団体戦 男子の部 ２位 （山藤健太郎、田頭賢人、岡本修弥） 

女子の部 優勝（柳樂舞、岡田遙、隅田早鯉） 

個人戦 女子の部 ２位 柳樂舞 中国新人大会出場 

                       ３位 真島優葉 

 

大会名：国民体育大会 弓道競技 

期日：１０月４日～５日 

会場：茨城県水戸市堀原運動公園武道場 

大会結果： 遠的競技 予選通過ならず 

      近的競技 予選通過ならず 

 

大会名：島根県高校弓道選手権大会 兼 全国高校弓道選抜大会島根県予選 兼 中国高校弓道新人大

会島根県予選  

期日：10月 25日～27日 

会場：益田市営弓道場 

大会結果： 団体戦 男子の部 予選通過ならず 

                 女子の部 ５位 中国新人大会出場 

（柳樂舞、岡田遙、隅田早鯉、真島優葉） 

個人戦 男子の部 入賞ならず 

                  女子の部 優勝 柳樂舞 全国選抜大会出場 

 

大会名：中国高等学校弓道新人大会   

期日： 11月 15日～17日 

会場：岡山県玉野市弓道場 

大会結果：個人戦 女子の部  柳樂舞 入賞ならず  

        団体戦 女子の部  入賞ならず 

 

 

【柔道部】          ↑TOP 

大会名:第５１回島根県高等学校新人柔道大会  

大会結果： 男子団体 予選リーグ 

 浜田 ２ ― ３ 邇摩 

 浜田 ０ ― ５ 開星 

          予選リーグ敗退 

男子個人戦ベスト８ 

  押越 広宇紀（２―２） 



女子個人戦２位     

有馬 里菜（２―５） 

 

大会名:第５７回島根県高等学校総合体育大会 

大会結果：男子団体 ７位 

 浜田 ４ ― １ 三刀屋 （一回戦） 

 浜田 １ ― ４ 平田  （二回戦） 

 浜田 １ ― ４ 邇摩  （敗者復活戦） 

男子個人戦２位 

     春木 史也（３―４） 

大会名:第６６回中国高等学校柔道大会島根県予選 

大会結果：男子個人戦２位 

  春木 史也（３―４）※中国大会出場 

大会名: 第６６回中国高等学校柔道大会 

大会結果：男子個人戦 

  春木 史也（３―４） 一回戦敗退 

 

大会名: 第 42 回全国高校柔道選手権 島根県大会 

大会結果： 

 男子団体１回戦敗退 浜田 ０ ― ４ 邇摩 

 男子個人戦 ベスト８ 

       小村 真斗（１－１） 

女子個人戦 2位 

       有馬 里菜（２－５） 

 

 

【男子バスケットボール部】          ↑TOP 

大会名：令和元年度 中国高等学校バスケットボール選手権大会 島根県予選会 一次予選 

大会結果：＜eブロック＞ 

     １回戦  浜田 ８３―４３ 明誠 

２回戦  浜田 ８３―５０ 松江南 

ブロック決勝 浜田７２―６２松江高専（２次予選進出） 

 

大会名：令和元年度 中国高等学校バスケットボール選手権大会 島根県予選会 二次予選 

大会結果： 浜田 ５３―１１０ 松江西 

      浜田 ３８―８７ 松江東 

      浜田 ６５―７８ 松江工業 

 浜田 ４４―７８ 出雲北陵（第５位 県総体第５シード権獲得） 



 

大会名：島根県高等学校総合体育大会  

大会結果：１回戦  浜田 ７５―３６ 矢上 

     ２回戦  浜田 ７８―４５ 安来 

 準々決勝 浜田 ６８―８９ 松江工業（ベスト８） 

 

 

大会名：島根県高等学校バスケットボール選手権大会  

大会結果：   

１回戦  浜田 １０７―４７ 大東 

       ２回戦  浜田 ４８―７０ 浜田商業 

  

大会名：島根県高等学校地区別新人バスケットボール大会  

大会結果： 

 ２回戦  浜田 ６７―４９ 明誠 

 準決勝  浜田 ７５―５６ 益田 

      決勝   浜田 ６６―３１ 矢上（４年連続優勝 県新人戦ベスト８シード権獲得） 

 

大会名：島根県新人戦 

大会結果： 

１回戦   浜田 １０２―４９ 立正大淞南 

 ２回戦   浜田 １０３―６５ 平田 

 準々決勝  浜田 ５２―９５ 松江東 

 ５位決定戦 浜田 ７２―８０ 松江工業（第７位 県総体第７シード権獲得） 

 

【女子バスケットボール部】          ↑TOP 

大会名：令和元年度 中国高等学校バスケットボール選手権大会 島根県予選会 一次予選 

大会結果：＜eブロック＞ 

１回戦  浜田 ７５―６０ 益田 

２回戦  浜田 ６９―７５ 出雲商業（第７位） 

 

大会名：令和元年度 島根県高等学校バスケットボール選手権大会  

大会結果：１回戦  浜田 ５３―６３ 益田翔陽 

  

大会名：島根県高等学校地区別新人バスケットボール大会  

大会結果： １回戦   浜田 ６２―３８  益田翔陽 

      ２回戦   浜田 ４９―１３７ 明誠 

      順位決定戦 浜田 ４９―９９  益田 



 

大会名：島根県高等学校総合体育大会 

大会結果： １回戦  浜田 ８４―５７ 松江北 

      ２回戦  浜田 ７３―５１ 益田翔陽 

      準々決勝 浜田 ５９―９４ 松江商業（ベスト８） 

 

大会名：島根県新人戦 

大会結果： 

１回戦  浜田 ８４―３０ 隠岐島前 

 ２回戦  浜田 ２９―１０９ 出雲北陵 

 

 

【サッカー部】          ↑TOP 

大会名：令和元年度全国高校サッカー選手権島根県大会 

大会結果： 一回戦   浜 田  ２―３  出雲商業 

 

大会名：令和元年度島根県高等学校総合体育大会 

大会結果：   

      一回戦   浜 田  ４―２  吉 賀 

      二回戦   浜 田  ５―１  浜田商業 

      準々決勝  浜 田  １―５  明 誠 

                       ベスト８ 

 

大会名：平成三十年度島根県高校サッカー新人大会 

大会結果：一回戦   浜 田  ２―０  松江西 

     二回戦   浜 田  ２―２  平 田 

         ＰＫ ７―６ 

準々決勝  浜 田  １―２  明 誠 

                        ベスト８ 

 

 

 

【卓球部】          ↑TOP 

大会名：中国高等学校卓球選手権大会島根県予選大会 

大会結果：   

男子団体     １回戦    浜田 ３―０ 松江高専 

            ２回戦    浜田 ０―３ 明誠 

    女子団体     ２回戦    浜田 ３―０ 松江南 



            準々決勝   浜田 ０―３ 平田 

         第５・６代表決定戦 浜田 ３―０ 出雲 

                     中国選手権の出場権獲得 

   男子ダブルス   ベスト 32   大滝泰斗・岩本雄大 組 

女子シングルス   ベスト 32      大﨑智日 

                   中野柚唯  

 

大会名：島根県高等学校卓球選手権大会  

大会結果：女子ダブルス   ベスト 16   大﨑智日・中野柚唯 組 

 

大会名：島根県高等学校新人卓球大会  

大会結果： 

男子団体 予選１次リーグ  

            松江工業・情報科学・浜田 ０勝２敗 予選敗退 

        １次リーグ３位トーナメント 

            １回戦    浜田 ３―１ 松江西 

２回戦    浜田 ２―３ 邇摩 

   女子団体 予選１次リーグ 

            出雲西・浜田・隠岐・飯南 ２勝１敗 ２位 

        予選２次リーグ 

            平田・出雲西・浜田・松江商業 １勝２敗 第３位 

決勝リーグ 

明誠・平田・出雲西・矢上・出雲・浜田 ０勝５敗 第６位  

男子シングルス  ベスト 32   岩本雄大 

       女子シングルス  ベスト 32   佐藤涼音 

                ベスト 32   大﨑智日 

 

大会名：島根県高等学校総合体育大会 

大会結果： 

男子団体     １回戦    浜田 ０―３ 松江北 

女子団体     ２回戦    浜田 ３―０ 邇摩 

          ３回戦    浜田 ２―３ 矢上 

女子シングルス  ベスト 32     大﨑智日 

 女子ダブルス   ベスト 32   佐藤涼音・大﨑智日 組 

 

大会名：中国高等学校卓球選手権大会 

大会結果： 

女子団体  １回戦    浜田 ０―３ 岩国商業（山口） 



 

 

【硬式テニス部】          ↑TOP 

大会名：島根県高等学校総合体育大会 

大会結果： 

《男子》  

 団体戦 １回戦   浜田 ３―０ 松徳学院 

     ２回戦   浜田 ０―３ 開星 

 

     個人戦 単     出場 

         複     出場 

《女子》 

 団体戦 １回戦   浜田 ２―１ 松徳 

     ２回戦   浜田 ０―２ 益田翔陽 

     個人戦 単 伊藤穂実 ベスト３２ 

         複 伊津結那 湯浅夏帆 組 ベスト１６ 

 

大会名：島根県高等学校個人テニス選手権大会 

大会結果：  

《男子》 

 個人戦 単 石橋玲央        ベスト３２ 

     複                 出場 

《女子》 

個人戦 単 伊津結那 野村富貴 ベスト３２   

         複 伊藤穂実 港あすか 組 ベスト１６ 

 

大会名：島根県高等学校テニス新人大会 

期日：9月 15日(土)～16日(日) 

会場：松江市営庭球場 

大会結果： 

《男子》 

団体戦   １回戦   浜田 ３―１ 松江東 

      ２回戦   浜田 ０―３ 開星 

 

個人戦   単     曽根大和 ベスト３２ 

黒川幸宏    ベスト３２ 

複 曽根大和・黒川幸宏 ベスト１６ 

《女子》 



団体戦 １回戦   浜田 ０―５ 益田 

 

大会名：中国高等学校新人テニス大会 

大会結果： 

個人戦 単 黒川幸宏   一回戦敗退 

 

大会名：島根県高等学校別大会  

大会結果：２年  単 出場 

 

大会名：学年別大会（女子） 

大会結果：２年  島根蓮歌    準優勝 

 

 

【男子バレー部】          ↑TOP 

大会名：中国選手権大会島根県予選 

大会結果： 予選リーグ戦   

浜田 ０―２ 大社 

    浜田 ０―２ 情報科学 

           予選リーグ敗退 

  

大会名：石見地区選手権大会  

大会結果： 予選リーグ戦   

浜田 ２―０ 江津工業 

  浜田 １―２ 益田 

  浜田 ０―２ 吉賀 

 順位決定トーナメント戦 

         浜田 ２―０ 益田 

         浜田 ０―２ 吉賀 

                 第２位 

 

大会名：島根県高等学校総合体育大会 

大会結果：２回戦  浜田 ０―２ 大東 

              ２回戦敗退  

 

大会名：県選手権兼全日本選手権県予選大会 

大会結果： ２回戦  浜田０―２ 松江高専 

                ２回戦敗退 

 



大会名：島根県新人戦 

大会結果：予選リーグ戦  浜田 ０―２ 隠岐島前 

             浜田 ０―２ 大東 

                    予選リーグ敗退 

 

 

 

【女子バレー部】          ↑TOP 

大会名：中国高等学校バレーボール選手権大会島根県予選 

大会結果：予選リーグ 浜田 ０‐２ 飯南・松江高専合同 

           浜田 ０‐２ 安来 

                    予選リーグ敗退 

 

大会名：島根県高等学校バレーボール選手権大会   

大会結果：２回戦   浜田 ２‐１ 島根中央 

     ３回戦   浜田 ０‐２ 大社 

                   ３回戦敗退  

 

大会名：島根県高等学校新人バレーボール大会   

大会結果：予選リーグ 浜田 ２‐１ 出雲 

           浜田 ０‐２ 益田 

                    予選リーグ敗退 

 

大会名：石見地区高等学校バレーボール選手権大会 

大会結果：予選リーグ  

浜田 ２‐１ 明誠 

        浜田 ０‐２ 津和野 

        浜田 ０‐２ 江津 

                   １勝２敗 

  順位決定  浜田 ２‐０ 益田 

        浜田 ２‐０ 益田翔陽 

                   第７位 

 

大会名：島根県高等学校総合体育大会バレーボール競技 

大会結果：２回戦   浜田 ０‐２ 松江商業 

                   ２回戦敗退 

 

 



 

【空手】 ※個人出場          ↑TOP 

大会名:中国高等学校空手道選手権島根県予選大会 

期日: 4月 28日 

会場: 松江南高校体育館 

大会結果：  

男子個人形 ２位  新森 共朗 

      ３位  佐々木 政徳 

 

大会名：第 35回中国高等学校空手道選手権大会 

期日：令和元年 6月 14日～6月 16日 

会場：鹿島総合体育館 

結果： 男子個人形   ベスト１６  新森共朗 

            二回戦敗退  佐々木政徳 

 

大会名：令和元年度 島根県高等学校総合体育大会  空手道競技大会 

期日：５月３１日～６月１日 

会場：松江南高校体育館 

大会結果：男子個人形の部  

２位  佐々木 政徳 

３位  新森 共朗 

 

大会名：令和元年度 全国高等学校総合体育大会 空手道競技大会（南部九州総体） 

期日：８月８日～８月１１日 

会場：２１世紀の森体育館（沖縄県名護市） 

大会結果： 男子個人形   

 出場  佐々木 政徳  

 


